
100選外 No B：フリ C：書名 D：著作者名 E：出版社
名

F：内容 G：推薦者コメント

選外 1 アートニ アートにとって価値とは何
か

三潴末雄 幻冬舎 日本の気鋭のギャラリー経営者である三
潴末雄がギャラリーや日本の美術業界を

作家ではなく、様々な作家の作品を扱うギャラリー
視点で語られており、おもしろい。

選外 2 アオオニ 青鬼 黒田研二 PHP 館に入って青鬼から逃げる。
青鬼に捕まれば殺される。
史上最悪の鬼ごっこが今ここに始まっ

スリルがあって、とてもおススメ。
人気フリーゲーム「青鬼」を公式ノベル化したもの。

選外 3 アオゾラ 青空のむこう アレックス シ
アラー

求龍堂 主人公が交通事故で亡くなり死後の世界
へ・・・。そして、「この世」にゴーストとなっ
て戻ってくる。友達、家族に思いを伝える
術がなかったが、・・・。

この本を読んで、生きている事はすごく幸せな事だ
と知り、とても感動する話でした。
私の傍には、いつも家族や友達がいて、その人達
の大切さに気づかないけれど、・・・。

選外 4 アヒルノ あひるの空 日向武史 講談社 バスケに心動かされていき、そのバスケ
生活を描いたもの

努力をして、勝っていくストーリーに、感動と、ワクワ
ク感がたまらなかった。
（全40巻セットで、１８７７９円）

選外 5 アンゴウ 暗号解読 サイモンシン 新潮社 暗号とその解読にまつわる歴史上のドラ
マをひも解く。

暗号理論は数学理論である。
（上巻680円、下巻724円、セットで１４０４円）

選外 6 イキガミ イキガミ―魂揺さぶる究極
極限ドラマ コミック 全10巻
完結セット

百瀬しのぶ 小学館 数千人に1人ロシアンルーレットに当った
人が国家の命によりしんでいく話。

将来、こう言う世の中が来ても可笑しくないが、来て
欲しくない。
全10巻完結セット（第1巻は、566円、セットで５５４５

選外 7 イチキュ 『１Ｑ８４』 村上春樹 新潮社 二人の主人公青豆と天吾の別離と再会
の不思議な物語。青豆は、現実とは微妙
に異なっていく不可思議な１９８４年を「１
Ｑ８４年」と名付ける。

毎年ノーベル文学賞の候補となる日本を代表する
作家の代表作です。とても不思議な魅力を持った
小説です。
（文庫本：前編680円、後編680円、計１３６０円）

選外 8 イツワリ 偽物語上・下 西尾維新 講談社 怪異の話。シリーズ仕立て。 中盤で奥が深い。面白い。おすすめします。
（上下、各1620円、計３２４０円）

選外 9 エイエン 永遠のゼロ 百田直樹 講談社・講
談社文庫・
太田出版

戦場での感動物語。戦争で特攻隊の話。
・先祖がどんな人物だったのか。驚きの真
実が明らかに。ある一人の男が特攻隊に
行く話。
・第二次世界大戦中の日本の空軍では特
攻隊があり、それをドラマ化されたもので
す。
・ある姉弟が、終戦間際に特攻で亡くなっ
た実の祖父について調べて行くお話。
・日本の戦争では知っておくべき。

おもしろい。感動する。とても感動した。
・優秀なパイロットが最後、特攻隊に指名され、アメ
リカ軍の戦艦に特攻するところがとても感動した。
・過去の歴史がひも解かれていく快感と主人公の
熱い思いが心に響く本でした。戦争の恐ろしさを知
ることが出来たし、読んでとても感動し、心に響い
た。
・戦争の面白さをあらためて知った。心から楽しめ
る。感動できる。とても感動しました。
・戦争の恐ろしさを知ることが出来たし、読んでとて



選外 10 オトリモ  囮物語 西尾維新 講談社 主人公阿良々木歴が「怪異」に関わった
少女たちと出会い怪異にまつわる事件を
解決していく物語。怪異（ヘビ）の話。

この本は主人公たちのセリフが心に残り考えさせら
れます。一度読んで見て欲しい一作です。西尾維
新の作品はどれもとてもおもしろいのでオススメし
ます。

選外 11 オヤユビ 親指さがし 山田悠介 幻冬舎文
庫

親指を探しに行く。
・「バラバラ殺人事件」と奇妙な儀式の噂
話を発端に、5人が遊び半分で始めた「親
指さがし」。が、終わって目を開くと一人の
姿がなかった。それから7年後、…。

おもしろい。映画化もされている。
・遊びから現実の出来事に・・・。

選外 12 オワリモ 終物語（上・中・下・続） 西尾維新 講談社 怪異の話。
暦の過去を見つめる話。

中盤で奥が深い。最終章がとても良い。
（上・中・下は各1620円、続は1404円）

選外 13 ゲートジ ゲートGATE自衛隊彼の地
にて斯く戦えり

柳内たくみ アルファポ
リス
COMICS

ある日東京に異世界に続く門が出来て、
自衛隊が異世界で戦う話。

主人公を中心に異世界の住人とのSFファンタジー
で読んでいくうちにどんどんはまった。
巻１～巻６セット（1冊756円、計4536円）

選外 14 シキ 屍鬼 小野不由美 新潮社 閉鎖された田舎の町で変死体が続々と見
つかったことをきっかけに、村が崩壊して
いく様子がかかれたホラー作品。

日常の風景がどんどん狂気じみていく様子に引き
込まれる。
文庫全5巻セット（①810円②767円③680円④810円
⑤724円：計3791円）

選外 15 スウガク 数学をつくったびと E.T.ベル 東京図書・
早川文庫

古今の数学者たちが生きた激動の時代を
背景にその生涯を描く。

ラグランジュは５６歳とき、４０歳年下の少女と結婚
した！！
（3冊セット、1冊1058円、計3174円）

選外 16 スラムダ SLAM DUNK(スラムダン
ク) コミック 全31巻完結
セット

井上雄彦 集英社 初心者でバスケ部に入部したが中々上手
くなれず、でも努力して上手くなり全国制
覇を目指す。

努力が大切だと感じた。ちゃらんぽらんなやつで
も、努力をすれば成功するところを見せつけられま
した。

選外 17 ソードア ソードアート・オンライン 川原礫 KADOWAK
A

約１万人の人がゲーム「ソードアート・オン
ライン」の中に閉じ込められてしまう脱出
する方法は、１００層のボスを倒すしかな
い。そして、ゲームでの死は、現実の死を
意味する。

異世界に入り、ゲームの中で死ぬと、現実世界で
の死を意味しているのですが、コンティニュー無し
のゲームとかワクワクしませんか？色々なキャラが
出るので、そこのとこも注意して、楽しく読めると思
います。

選外 18 ダイチ 大地 (全３巻） パール・バッ
ク

岩波文庫 土を愛し土に生きる中国の民衆の姿を、
一代で大地主に駆け上がった王龍とその
一家を通して描き出す三部作。

「大地」の第一部によりパール・バックは、ピューリッ
ツァー賞を受けた。中国人民の底力を知る上で必
須の一冊です。
（上巻１１０２円、中巻９７２円、下巻９７２円、計３０４
６円）

選外 19 チンピラ チンピラちゃうねん教師や
ねん

三輪光、読売
テレビ取材班

幻冬舎単
行本

不良少年たちと正面から向き合う本 教師になる過程がわかる本です。

選外 20 テツガク 『哲学の教科書』 中島義道 講談社 哲学とは何か、それは徹底的に疑うこと。 哲学は日常にひそんでいます。読めば世界の見方
が少しだけ変わるのではないかと思います。



選外 21 デンセツ 伝説のエンドーくん まはら三桃 小学館 先生と生徒が１歩づずつ前へと進みだ
す。

成績優秀、スポーツ万能、容姿端麗、そんなやつ、
いる？！

選外 22 テンチメ 天地明察 冲方 丁 角川書店 碁打ちにして数学者、渋川春海の二十年
にわたる奮闘．挫折．喜び。
・碁打ちの名門に生まれた安井算哲（渋
川春海）が算術に興味を持ち、保科正之
に命じられて改歴をする。

江戸時代の数学者が暦を改正。碁打ちが算術を勉
強して改歴するということがすごくとてもおもしろい。
上下セット（一冊596円、セットで１１９２円）、単行本
で１冊（1944円）

選外 23 ドーナツ ドーナツを穴だけ残して食
べる方法

大阪大学ショ
セキカプロ

大阪大学
出版会

色々な視点から物事を考えてみる。 人間にとって穴とは何か？

選外 24 ドクハリ 独破力 松井大輔 PHP研究所 松井大輔が、逆境にどうお立ち向かい、
どう突破してきたのかという、壁を打ち破
るためのヒントが多く書かれている。

著者が、自身の栄光と挫折の中から生まれる壁を
打ち破るためのヒントを多く書いていて、自分を成
長させることが出来るから。

選外 25 トワイラ トワイライト ステファニーメ
イヤー

ヴィレッジ
ブックス

ティーン向け小説。
土地に伝わる“冷人族”の伝説、狼を守り
神とするインディアンの掟。禁断の恋に落
ちたベラとエドワードの切なく甘い運命
が・・・。

禁断の恋に心がわくわくした。
全米500万部の究極のヴァンパイア・ロマンスです。
17歳の設定だから、原書と読み比べると、英語の
勉強になるかも。
シリーズ全8冊(上756、下734、Ⅱ上778、Ⅱ下756、
Ⅲ上842、Ⅲ下799、Ⅳ上540、Ⅳ下691、計５３５６

選外 26 ナゼコノ なぜ、この人と話をすると
楽になるのか

吉田尚記 太田出版 話しをするために人は話しをする。それを
ｹﾞｰﾑと捉えた対処法

今までの「話し方」ハウツー本とは違った視点の本

選外 27 ニッポン ニッポン灯台紀行 岡　克己 世界文化
社

日本人の郷愁を誘い続けてきた岬の灯
台。無人となった今も海の安全を守るた
めに灯を点し続ける。美しい風景の中に
立つ100灯台を写真で紹介、あわせてそ
の歴史やエピソードを解説する。

第7章近畿編には、近隣の灯台の写真も掲載され
ています。既に行った場所、言ってみたいと思う方
面等、旅行を計画する時の参考資料に、また旅の
御伴に良いかも。

選外 28 ニホンジ 日本人の知らない日本語 蛇蔵＆海野
凪子

KADOKAW
Aメディア
ファクトリ／
廣済堂

知らない日本語がたくさんあった。 日本語の中の難敵、それは「漢字」
全４巻セット（１～３巻７５０円、４巻１０２６円、計３２
７６円）

選外 29 ノウニハ 脳には妙なクセがある 池谷裕二 扶桑社 脳の不可思議さに思わず驚嘆 脳のクセにビックリします。
選外 30 ノーゲー ノーゲームノーライフ 榎宮祐 KADOWAK

A
全てがｹﾞｰﾑで決まる異世界で天才ゲー
マー兄妹が織りなすｹﾞｰﾑファンタジー小
説

二人は、この世界の神を倒すため、兄妹の予測で
きない行動がたまりません。（全６巻、＠６２６×６＝
３７５６円）

選外 31 バケモノ 化物語 西尾維新 講談社 主人公阿良々木歴が「怪異」に関わった
少女たちと出会い怪異にまつわる事件を
解決していく物語

この本は主人公たちのセリフが心に残り考えさせら
れます。一度読んで見て欲しい一作です。
・「化物語」のその後を描いた物語シリーズです。
（上巻１７２８円、下巻１６２０円、計３３４８円）



選外 32 ハダシノ はだしのゲン 中沢啓治 中公文庫
／汐文社

原爆が落とされて苦しみながら生きていく
広島の人々がリアルの描かれている

原爆が落とされても必死で生きようとする人々がす
ごく感動的で良かった。
既刊は、全部で１０巻(１～１０)、＠７６１×１０＝７６
１０円

選外 33 バッテリ バッテリー あさのあつこ 角川文庫
／教育画
劇

バッテリーとして二人の人生の物語。野球
と生活の物語。ピッチャーとキャッチャー
の友情物語。
・中学生男子２人が、野球でバッテリーを
組み、ピッチャーとキャッチャーとして成長
していくお話

青春ストーリーに心を打たれた。感動した。とても面
白いです。高校生向けですごくいい話。
・男子中学生２人の交流や周りの人との交流、そし
て成長していく様子が、中々面白いです。
（全６巻セット）

選外 34 ハテシナ 『はてしない物語』上・下 ミヒャエル・エ
ンデ

岩波少年
文庫

少年バスチアンは、はてしない物語を読
むうちに、不思議な本の世界“ファンター
ジェン”へと導かれ、この国の滅亡と再生
を体験する。しかし、もとの世界へ帰らる
方法が・・。

本当の自分を探す物語。主人公のバスチアンの言
動が自分と重なることが多く、自分＝バスチアンと
錯覚してしまう書き方に、つい引き込まれてしまう名
作中の名作です。
（文庫本：上巻778円、下巻864円、計１６４２円）

選外 35 ハリーポ ハリー・ポッター文庫全19
巻セット(箱入)

Ｊ．Ｋ．ローリ
ング作、松岡
佑子訳

児童文学
／静山社

魔法ファンタジー。父を殺したヴォルデ
モードとの因縁と戦いを描いたもの。孤児
で従兄弟等にいじめられるハリー・ポッ
ター少年は自分が魔法使いだということを
知り、魔法界に触れ、成長していく作品。
孤児で従兄弟等にいじめられるハリー・
ポッター少年は自分が魔法使いだという
ことを知り、魔法界に触れ、成長していく

主人公が様々な人と出会い、日々成長していく姿
はとても面白いです。長いけどとても楽しく読める。
主人公が様々な人と出会い、日々成長していく姿
はとても面白いです。登場人物それぞれに焦点を
当てて読めば読むほど面白いです。
文庫版全19巻箱入りセット、単行本は全１１冊セット

選外 36 ヒメジノ 姫路の祭り屋台（改訂版） 神戸新聞社 神戸新聞 姫路の祭りの事を詳しく書いてある本 祭り好きにとっては最高の一冊
選外 37 ヒメジノ 新・姫路の町名 播磨地名研

究会
播磨地名
研究会

姫路の地名などのルーツや読み方につ
いて

最新版です。地名研究を通しこの地域の成立ちと
歴史を知ることが出来ます。

選外 38 ビューテ ビューティフル・マインド シルヴィアナ
サー

新潮社 集団における個人の意志決定メカニズム
を定式化した「ゲーム理論」を構築し、後
の経済学理論に大きな影響を与えノーベ
ル経済学賞を受賞した実在の天才数学
者の数奇な人生。

天才と言われた数学者ジョン．フォーブス．ナッシュ
の数奇な半生を描いている。ゲーム理論自体は、
自分の実生活に役に立つ考え方です。学習への
きっかけになればと思います。

選外 39 ヒョウカ 氷菓 米澤穂信 KADOKAW
A

「＜古典部＞シリーズ」第1作であり、アニ
メ化もされた連作短編形式の小説

本格品はミステリー要素が多く主人公が謎を解く時
は、とてもカッコイイです。ミステリー好きにオススメ
の作です。
シリーズ８冊、＠４９４×８＝３９５２円

選外 40 フーパー ＨＯＯＰＥＲＳﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ
１on１AtoZ

バスケット
ボール・リー
グ フーパーズ

トランス
ワールド
ジャパン

1 対1 にスポットを当て、基礎から応用ま
でを、ドリブル・シュート・ムーブ・実戦1on1
での、わかりやすいシークエンス写真で

従来のハウツー本や部活では教えてくれない、より
現実的な“使える”テクニックを掲載し、初めてバス
ケに触れる人をも魅了するはず。大型本（DVD付



選外 41 ブレイブ ブレイブ・ストーリー 宮部みゆき 角川文庫 複雑になった日常を元通りにする物語 ワクワクするような物語で面白い
上720円、中720円、下761円３巻セットで、2202円

選外 42 ボロギノ ぼろ着のディック ホレイショ・ア
ルジャー

松柏社 アメリカンドリームの体現話 貧しい靴磨きの少年がその誠実さと勤勉さで成功し
ていく様子は見ていて気持ちがいいです。

選外 43 モシコウ もし高校野球の女子マ
ネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら

岩崎夏海 ダイヤモン
ド社

みなみと親友の夕紀、そして野球部の仲
間たちが、ドラッカーの教えをもとに力を
合わせて甲子園を目指す青春物語

あまり活字を読まない人にも読みやすい内容で展
開も難しくなく感情移入もしっかりできると思いま
す。

選外 44 ヤリタイ やりたいことをやれ 本田宗一郎 PHP研究所 本田宗一郎氏が、様々な場所に書き、
語った言葉の数々を一冊にまとめたもの
が本書である。

レースの経験から競争の本質とは何かを語る。発
明は恋愛と同じだ！目標設定→行動・経験→学
習・発見→新たな目標設定（やりたいことをどんど

選外 45 リモンス Re:Monster（リ・モンス
ター）

金斬児狐 アルファポ
リス

最弱ゴブリンに転生した主人公が獲物を
喰いまくって最強まで上りつめる話

主人公がどんどんチート気味みたいに強くなり読ん
でいて楽しい。

選外 46 ルーズ
ベ

ルーズヴェルト・ｹﾞｰﾑ 池井戸潤 講談社 味のあるキャラクターが勢揃いし、手に汗
握るシーソーゲームを展開する。

奇跡の逆転劇


